
令和2年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第417号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

目 次 

新年のご挨拶     ･･･1Ｐ 

商工業振興施策要望  ･･･6Ｐ 

活動報告/寺地拳四朗  ･･･7Ｐ 

消費税確定申告/企業PR 

経営革新計画認定企業 ･･･8Ｐ 

受動喫煙規制/京都ｻﾝｶﾞ･･･9Ｐ 

食品表示講習会 

ｷｬｯｼｭﾚｽ決済の活用  ･･･10Ｐ 

快進撃企業に学べ  ･･･11Ｐ 

ﾄﾚﾝﾄﾞ通信       ･･･12Ｐ 

大謝恩ﾌｪｱ/産業会館  ･･･13Ｐ 

文ﾊﾟﾙﾁｹｯﾄ/j-prosper 

ｾﾐﾅｰ･講演会        ･･･14Ｐ 

 

 

1 

自分の人生を心から楽しめてるか

楽しい道を歩いているか 

今一度自分の心に問うてみる 

書道家 武田 双雲 

１１０番は緊急通報！ ご相談は＃９１１０へ 城陽署 

２０２０ 

１月号 
発行所 城陽商工会議所 
 住 所 京都府城陽市富野久保田1-1 
 ＴＥＬ 0774-52-6866 
 ＵＲＬ http://www.kyo.or.jp/joyo/ 
発行人 生駒智史 
編集人 広報委員会 
 1部100円（購読料は会費に含む） 

新年のご挨拶 城陽商工会議所 会頭 堀井美郎 

 新年明けましておめでとうございます。 

会員の皆様方におかれましては、益々ご健勝で晴れやかな素晴ら

しい新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。また、平

素は商工会議所の様々な事業活動にご支援ご協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

 昨年11月に開催されました第12回臨時議員総会におきまして、

引き続き第13期会頭にご推挙いただき、この重責を引き受けさせ

ていただきました。地域唯一の総合経済団体である商工会議所に

課せられたその責任の重大さを痛感いたしている次第でありま

す。任期である3年間は、古瀬善啓氏、中川憲一氏、岩見悦明氏の

3名の副会頭と生駒智史専務理事をはじめ役員･議員そして会員の

皆様方のご支援ご協力をいただきながら精一杯商工会議所運営に

努めたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。 

 さて、昨年のわが国経済は、雇用･所得環境の改善がみられるな

ど各種政策の効果もあり大手企業を中心に企業収益や景気は緩や

かな回復基調にあると報告されています。しかしながら、中小･小

規模事業者の業況は、原材料価格の高騰や長期化する深刻な人手

不足の影響が拡大し、収益改善が進んでいる企業は有るものの依

然として厳しい状況が続いていると認識しております。 

 当地域におきましては、地域の事業所を取り巻く状況が世界情

勢の変動など様々な要因で経済環境が変化する中、事業所の経営

課題は多種多様化しております。また、経営者の高齢化に伴う事

業承継も大きな問題になっています。さらには、人口の減少とと

もに、小規模事業者が大半である当市の商工業者数も人口と同様 

 ▲(前列左から)堀井会頭、古瀬副会頭 (後列左から)岩見副会頭、中川副会頭、生駒専務理事  
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 明けましておめでとうござ

います。 

 2020年の新春を迎え、謹ん

でお慶び申しあげます。 

 私は、昨年11月の臨時会員

総会において、各地商工会議

所の皆様のご推挙を得て日本

商工会議所会頭に再任され、日商会頭として3期

目の新年を迎えることとなりました。各地の皆

様におかれましても新体制の下、清々しく新年

をお迎えになられたことと存じます。 

 さて、昨年は国内外ともに実に多くの動きが

ありました。 

 わが国では30年ぶりの御代替わりを経て｢令

和」時代の幕が開き、大変な盛り上がりを見せ

たラグビーワールドカップ、5年ぶりの消費税率

引き上げ等、重要な出来事が相次ぎました。一

方で、台風等の自然災害による被害も広範囲か

つ甚大なものとなり、いまだ影響の残る被災地

の皆様には、改めて心からお見舞いを申しあげ

たいと思います。 

 世界では、長期化する米中対立、不安定な中

東情勢、ブレグジット問題、香港問題、日韓関

係の悪化等、数々の混乱が生じ、その出口を模

索し続けた1年でありました。  

 わが国の経済情勢に目を転じれば、個人消費

にはいまだ力強さを欠くものの、米中摩擦等の

影響もこれまでのところ限定的であり、民間投

資は引き続き底堅く、日本経済は潜在成長率並

みの1％程度の緩やかな拡大を続けています。本

年は、いよいよ東京オリンピック･パラリンピッ

クが開催されますが、東京および全国各地の魅

力とともに、東日本大震災等から復興した日本

の姿を、全世界にアピールできる絶好の機会で

あり、ぜひともこのビッグイベントによる効果

を全国津々浦々に波及させ、日本全体が元気に

なれる1年になることを切に願っております。  

 一方、わが国経済は多くの課題も抱えており

ます。人口減少や高齢化等の日本社会の構造変

化を背景に、年々深刻化する人手不足、経営者

の高齢化等による廃業の増加、地方の疲弊等

が、日本経済のさらなる成長の足かせになって

おります。 これら日本の抱える構造的課題は、

立場の弱い中小企業の経営課題として最も早く

顕在化してきており、大企業との利益率格差は

年々拡大し、また賃金も毎年上昇する中で、労 

に減少が進んでおり、かつ当商工会議所の退会

者は大半が廃業によるものであります。当商工

会議所としましても、会員の確保は喫緊の重要

な課題であると位置づけており、今年も引き続

き会員増強運動を展開してまいりますのでご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 商工会議所は、地区内における商工業の総合

的な改善発達を図り、社会一般の福祉の増進に

資することを目的としております。その最も重

要な活動の一つであります事業者の経営改善に

対する支援につきましては、“がんばる小規模

事業者への積極的な支援”を掲げ、経営上のあ

らゆる課題を解決するため経営支援員が事業者

に寄り添った伴走型支援を推進してまいります

ので、お気軽にご利用いただきたいと存じま

す。また、人材･労働力確保のための支援の強

化、更には外国人労働者雇い入れ企業への支援

を図ります。“地域ブランド振興による地域経

済活性化”を目指して、農商工連携･6次産業化

の推進を図り商品開発や販路開拓など積極的に

行ってまいります。併せて、城陽独自のブラン

ド力の強化に努め、ビジネスモデルの確立を目

指してまいります。地場産業の金銀糸の活性化

につきましては、引き続き｢燦彩糸プロジェク

ト｣として燦彩糸協議会と協働し、燦彩糸のブラ

ンディングを目指して取り組んでまいります。 

 本市を取り巻く環境におきましては、2023年

度の新名神高速道路全線供用開始という大きな

好機を活かした数々の大規模プロジェクトが進

行し、サンフォルテ城陽と白坂テクノパークに

は多くの企業が進出し順次操業を開始しており

ます。また、東部丘陵地の開発整備、スマート

インターチェンジの設置、アウトレットモール

の進出など城陽のまちにとって将来の発展に向

け大きく変貌する大切な時期であり、商工会議

所としましてもこれらの整備促進に、行政はじ

め関係機関と連携しながら、最大限努力して行

かなければならないと考えております。 

 最後になりましたが、会員各位の益々のご健

勝とご多幸、そして事業のご発展をご祈念申し

上げまして年頭のご挨拶といたします。 

 

新年のご挨拶 日本商工会議所 会頭 三村明夫 

 



令和2年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第417号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 

働分配率は大企業の40％台に対し、中小企業で

は70％台に達しています。従って、生産性の向

上や取引価格の適正化等を通じた付加価値の向

上なくして、中小企業はこれからの時代を生き

抜くことはできません。 

 こうした危機感の下、私は昨年11月、会頭再

任時の所信において｢中小企業の強化を通じて日

本の成長する力を育てる｣｢地域の活性化｣を活動

の二本柱とする今期の取り組みを表明いたしま

した。  

 中小企業はわが国経済の基盤であります。日

本全体の雇用の約７割、付加価値の約5割を生み

出している中小企業の強化なくして、わが国の

持続的な経済成長はあり得ません。所信では、

①ひっ迫する人手不足とデジタル社会の到来に

あって、いまだ｢発火点｣に達していない中小企

業への｢IT導入｣と｢デジタル技術の実装化｣を急

ぎ、生産性向上と付加価値向上を同時に実現す

ること、②来る｢大事業承継時代｣を変革と創造

の好機と捉え、｢事業承継の加速化｣で価値ある

事業と技術を次世代へ承継し、｢起業･創業の活

性化｣でビジネス全体の新陳代謝を促すこと、③

取引価格の適正化とともに、中小企業の生産性

向上を大企業が積極的に支援する｢大企業と中小

企業の新しい共存共栄関係の構築｣により、サプ

ライチェーン全体をより強固なものにしていく

こと、をわが国経済全体の発展・強化のための

最重要の取り組みとして掲げています。 

 また、｢地域の活性化｣では、各地域がその魅

力を活かし、他地域とも連携して所得向上に取

り組まねばなりません。地域横断での広域連携

を軸とした｢観光振興｣と｢農商工連携｣をさらに

推し進め、地域の独自資源を最大限に活用し

て、インバウンドも含めた域外需要を取り込ん

でいく必要があります。また、観光振興や地方

創生の取り組みを支え、これを加速化するス

トック効果の高い社会資本整備や、近年頻発す

る大規模自然災害に耐え得る国土強靭化につい

ても、引き続き政府に対して積極的な働き掛け

を行ってまいります。 

 これらの目標を実現させる上で、われわれ商

工会議所は本年も｢現場主義｣と｢双方向主義｣を

さらに徹底し、現場の声を、各種の規制・制度

改革、持続可能な全世代型社会保障制度の構

築、中小企業対策等を実現する政策提言に活か

してまいりたいと思います。商工会議所の強み

は、全国515商工会議所、124万会員のネット

ワークを通じて、具体的･個別的な課題をはっき

りと認識していることです。その強みを活か

し、それぞれの地域で必要とされ、選ばれる組

織であり続けるためには、地域の多様な主体と

連携協働を図りつつ、商工会議所自身も、時代

の要請に合った進化と変革を遂げていかねばな

りません。 

 折しも、商工会議所の創始者である渋沢栄一

翁が、2021年のNHK大河ドラマの主人公や、新1

万円札の顔となることが決定しました。｢企業は

利益を上げなければならないと同時に、公益に

ついても考えなければならない。両者は高い次

元で両立する｣という渋沢翁の理念は、商工会議

所の活動理念そのものであり、現代においてこ

そ広める価値があるものと考えます。この機に

渋沢翁の理念を改めて共有し、大企業と中小企

業、都市と地方が共に輝き、日本経済の持続的

成長をさらに後押しできるよう、本年も皆様と

共に全力を尽くして取り組む所存であります。  
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会員増強運動実施中！～あなたの経営をサポートします～ 
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夢や希望を実現できる年に  

 新年あけましておめでと

うございます。 

 府民の皆さまにおかれま

しては、つつがなく新しい

年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。  

昨年を振り返って 

 昨年は新天皇が即位され、平成から令和へ、

新しい時代が幕を開けました。令和という元号

には｢人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生

まれ育つ」という願いが込められております。

日本文化の中心である京都府として、府内の多

様な地域文化を世界へ発信していく務めを改め

て自覚する契機ともなりました。 

 振り返りますと、6月のG20大阪サミット、9月

のICOM(国際博物館会議)京都大会、そして先の

ラグビーワールドカップ2019日本大会と、折々

に多くの観光客の皆さまにお越しいただき、世

界中から日本が、そして京都が注目される一年

でありました。 

さらに、京都大学ご出身の吉野彰氏がノーベル

化学賞を受賞され、2年連続で京都ゆかりの方が

栄誉に輝くという大変うれしい出来事もござい

ました。 

 一方、京都アニメーション第1スタジオの放火 

によって多くの方々が亡くなるという大変痛ま

しい事件も起こりました。衷心よりお悔やみを

申し上げますとともに、今なお治療を続けてお

られる方々の一日も早いご回復を祈念申し上げ

ます。京都府といたしましても、引き続き、被

害者やご家族の皆さまに寄り添った支援をして

まいります。  

「京都夢実現プラン」始動 

 われわれが置かれている社会情勢を見渡す

と、少子･高齢化と人口減少の本格化に加え、グ

ローバル化の進展によって国際情勢の変化がわ

れわれの生活にも直接影響を及ぼす状況にあり

ます。また、頻発する自然災害など多くの課題

が横たわっています。これらに対応するため、

京都府では昨年10月、府政運営の指針となる新

しい京都府総合計画｢京都夢実現プラン｣を策定

いたしました。 

 この総合計画は、｢一人ひとりの夢や希望が全

ての地域で実現できる京都府｣という2040年の将

来像をめざし、行政分野や地域ごとの具体的な

取組方策等を定めたものです。府民の皆さまや

地域、企業などと共に取り組みを進め、総力を

結集し、めざす将来像の実現に向け果敢にチャ

レンジしてまいります。  

京都の潜在力を生かすために 

 本年は、東京2020オリンピック･パラリンピッ

ク競技大会(以下｢東京2020｣)が、そして来年に

はワールドマスターズゲームズ2021関西が開催

されます。こうした機運の中、府内初となる専

用球技場｢京都スタジアム｣が完成し、迫力のあ

るスポーツイベントを臨場感いっぱいに楽しん

でいただけるようになりました。同スタジアム

を京都府中北部地域へのゲートウェイとして地

域活性化を図るとともに、スポーツを通じて関

西一円を元気にしてまいります。 

 そして、東京2020の開催に合わせ、日本の美

を体現する｢日本博｣が文化庁主導のもと全国で

開催されます。この機会に京都府では｢京都文化

力プロジェクト2016-2020｣の総仕上げとなる総

合的な文化の祭典を開催するほか、2021年度を

目途とする文化庁の本格移転を見据え、文化の

保存、継承、創造、発展にも力を注ぎます。 

 また、伝統産業とその技を生かした新技術、

観光･文化産業、ハイテク産業が三位一体とな

り、さらに大学等が集積した京都の潜在力を大

いに発揮することが求められます。京都経済百

年の計となる｢京都経済センター｣を核に、起業

から成長支援、海外展開、人材育成まで、イノ

ベーションが起こり続ける事業環境の創造を進

めてまいります。  

共に、新しい時代へ 

 こうした取り組みの源は人であります。就任

以来、一貫して進めてきた｢子育て環境日本一｣

の実現に向け、2040年までに全国平均並みの合

計特殊出生率を達成するべく｢子育て環境日本一

推進戦略｣を策定しました。この目標の達成は容

易なことではありませんが、｢水滴石を穿(うが)

つ｣と申します通り、粘り強く取り組んでまいり

ます。 

 今年は、十二支の始めである子(ね)年。『漢

書』律暦志によると、新しい生命が種子の中に

萌(きざ)し始める状態を表しているとされてい

ます。この新しい年を、府内全ての地域が活力

にあふれ誇りを持てる、新しい時代の京都を築

き上げるための第一歩とするため、共に歩んで

まいりましょう。 

 今年一年の皆さまのご健勝とご多幸を心から

お祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。  

新年のご挨拶 京都府知事 西脇隆俊 
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 新年おめでとうございます。 

みなさま方におかれましては、

清々しい令和2年の新春を健や

かにお迎えのことと心よりお慶

び申し上げます。 

 市内唯一の総合経済団体であ

る城陽商工会議所におかれまし

ては、本市産業の振興と発展に日夜ご尽力いた

だき、深甚なる敬意と感謝を申し上げる次第で

あります。 

 引き続き、本市行政、とりわけ産業振興にお

力添えを賜りますようお願いいたします。  

 さて、振り返りますと昨年は、元号が｢平成｣

から｢令和｣に変わりました。みなさまご存じの

通り、『万葉集』第5巻｢梅花歌｣三十二首の序文

中にある、｢初春令月 氣淑風和 梅披鏡前之粉 

蘭薫珮後之香(初春の令月にして、気淑く風和

ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫ら

す)｣を典拠としておりますが、本市も｢梅｣は市

の木であり、市歌にも｢梅かおる山辺に野辺

に…｣とあることから、この上なくご縁と愛着を

感じております。 

 一方で、昨年はまた、豪雨や台風など、多く

の災害に見舞われた年でもありました。お亡く

なりになられた方々のご冥福をお祈りするとと

もに、被災されたみなさまにお見舞い申し上げ

ます。 

 さて、本市を取り巻く環境といたしまして

は、人口減少や少子高齢化への対応、将来にわ

たって活力ある社会を維持していくための地方

創生の推進、市民の安心･安全を揺るがす災害へ

の備え、財政基盤の強化など、多くの課題に直

面しております。 

 しかしながら、このような状況において、令

和5年度には新名神高速道路の全線開通が予定さ

れており、長年要望しておりました城陽市から

木津川市に至る国道24号城陽井手木津川バイパ

スについても、今年度、国の直轄事業として新

規事業化されました。 

 また、昨年10月には三菱地所･サイモン株式会

社から、プレミアム･アウトレットの開発基本構

想における、地域に開かれた魅力あふれる土地

利用構想図の提示があり、関係する市民のみな

さまにも説明があったところです。 

 今後、ますます利便性が向上し、おおいに交

流人口の増加が期待される、これらの大型プロ

ジェクトの追い風を活かし、未来に向かって大

きく躍動する新たな城陽｢NEW城陽｣を創り上げる

とともに、本市の産業振興指針、｢京都城陽産業

かがやきビジョン｣に基づき、すべての関係者と

連携し、さらなる産業振興に取り組んでまいる

所存でございます。 

 本市を支えていただいております貴会議所会

員企業のみなさまに対しましても、しっかりと

サポートを行い、連携を密に取りながら、本市

産業の振興と地域に根付いた各企業が活躍でき

るまちづくりを進めてまいりますので、今後と

も一層のご理解とご支援をお願いいたします。 

 本年は、新たな時代の幕開けにふさわしい東

京オリンピックの開催が予定されており、今後

の地方への経済効果にも大きく期待を寄せてい

るところでございます。 

 新しい年がみなさまにとりまして、明るい幸

せな年でありますことをご祈念申し上げ、新年

のご挨拶といたします。  

新年のご挨拶 城陽市長 奥田敏晴 

 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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商品・サービスのＰＲに「チラシ同封サービス」をご利用ください。 

令和２年度 商工業振興施策を奥田市長へ要望！ 

 

 12月19日(木)奥田敏晴市長と当所役員が懇談会を開催し、令和2

年度商工業振興施策について、城陽市の次年度事業計画･予算に反

映していただくよう要望を行いました。 

 管内商工業者を取巻く環境は依然として厳しい状況が続いてい

るなか、城陽市と当所の連携を密にし、地域商工業の発展と地域

活性化に向け、積極的に取り組んでいくことを確認し、有意義な

意見交換を行いました。要望項目は次のとおりです。 

Ａ．活気あるまちづくりのための施策について 
 １．新名神高速道路(大津･城陽間)を地域産業活性化につなげる取り組みについて 

  ①城陽井手木津川線の早期整備について②寺田新池交差点から宇治田原間の側道の整備促進について 

  ③建設工事に伴う地元業者の受注機会の向上について④東部丘陵地整備計画に基づく整備促進について 

  ⑤木津川運動公園北区域の早期整備について 

２．ＪＲ奈良線の全線複線化実現に向けた継続的な取り組みについて 

３．駅周辺整備促進について 

  ①近鉄寺田駅周辺の早期整備について②ＪＲ山城青谷駅周辺の整備促進について 

  ③ＪＲ長池駅周辺の整備促進について 

Ｂ．産業振興のための施策について 
１．道の駅等観光・商業ゾーン創りについて 

２．アウトレットモール内への地元企業出店要望について 

３．農商工連携の取組に対する支援について 

４．事業継続力強化支援計画策定に係る協力について 

５．労働力確保のための企業説明会・外国人雇用に係る支援等の充実 

６．地場産業の金銀糸業界活性化に対する支援について 

７．城陽ブランド力の強化を図る取組に対する支援について 

８．eスポーツ振興について 

９．公共工事や物品購入時の地元事業者の積極的な活用について 

10．市内小売業者の振興と活性化に向けた事業に対する支援について 

  ①｢ＪＯＹＯスクラッチ＆クーポンわくわくセール｣の継続支援②｢城陽市大謝恩フェア｣｢城陽日和｣発行 

   への継続支援 ③まちなか商店街にぎわいづくり事業への継続支援  

11．創業支援ネットワーク｢城陽チャレンジスクエア｣事業への支援について  

12．商工業振興事業費補助制度の継続  

13．マル経融資制度に対する利子補給制度の継続  

14．特定退職金制度に対する補助制度の継続  

Ｃ．商工会議所組織強化への支援について 
１．市内商工業者の商工業団体並びに商工会議所への加入促進について 

２．産業会館の設備改善について   

▲堀井会頭から奥田市長へ要望書を提出 

令和２年度 商工業振興施策要望項目 
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会員増強運動実施中！～あなたの経営をサポートします～ 

工業部会 城陽記念品協会 

 12月7日(土)･8日(日)パルス

プラザにて｢京都環境フェス

ティバル｣が開催され、東部丘

陵地から産出された富野土を用

いた鷺坂焼のPRを行いました。 

城陽商工物産協会 

 12月1日(日)から城陽の冬の

風物詩｢TWINKLE JOYO 2019｣が

開催され、連日多くの来場者で

賑わう中、お茶･梅などの特産

品のPR販売を行いました。 

 12月10日(火)30名参加のもと

宇城久工業視察研修会を開催し

ました。コタ㈱と星和電機㈱を

見学した後、シェルにて交流会

を開催し親睦を深めました。 

消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です 

 令和元年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられる

と同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。 

◆区分経理について 

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税確定申告書を作成

するためには、売上げや仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿

に記載する「区分経理」を行う必要があります。また、仕入税額

控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分

記載請求書等の保存が必要となります。 

◆消費税確定申告書の作成に当たって 

 消費税確定申告書の作成に当たっては、消費税額等を税率の異

なるごとに区分して計算する必要がありますので、税率の異なる

ごとに区分した課税売上げ及び課税仕入れ等を集計する必要があ

ります。このため、課税期間内の課税取引を税率ごとに区分でき

るよう、｢課税取引金額計算表｣等の様式を用いて整理しておくと

便利です。  

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。 

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ 

  shinkoku/tokushu/r01junbi/index.htm  

活動報告 

寺地拳四朗Ⅴ７！ 

 12月23日、WBC世界ライトフ

ライ級王者寺地拳四朗(27=BMB)

が同級12位ランディ･ペタルコ

リン(27=フィリピン)に4回1分8

秒で見事TKO勝利しました。 

 11月にリングネームを本名の

｢寺地拳四朗｣に改めてからの初

陣を圧巻のKO劇で飾り、連続防

衛記録を国内現役選手で最多と

なる「7」に伸ばしました。 

交通部会 城陽商工会議所女性会 

 12月13日(金)アルプラザ城陽

での啓発活動に参加しました。 

年末にかけ高齢者の事故が多発

する事から、交通ルールの遵守

を来店客に呼び掛けました。 

・サイズ 縦5cm×横8.5cm 

・広告料(1回)白黒   3,000円 

            カラー 4,000円 

・サイズ A4チラシ(持込) 

・枚 数 1,350枚 

・折込料 13,500円(税込) 

・運用規定に同意が必要です。 

企業ＰＲしませんか？ 

 12月3日(火)㈱杜若園芸の 

花田氏をお招きし、アレンジメ

ントフラワー講習会を開催。 

 参加者47名はそれぞれの個性

を活かし作品を作られました。 
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小規模事業者の資金調達を応援します。 

～マル経融資のご案内～ 

■ 利用の対象 

詳しくは当所経営支援員までご相談ください。 

■融資限度額／２,０００万円 

■金 利／年1.21％(令和元年12月2日現在) 

■返済期間／運転7年以内・設備10年以内 

■担保・保証人／不要 

1月8日（水）13:30～16:00 

1月9日（木）13:30～16:00 

1月16日（木）13:30～16:00 

1月17日（金）13:30～16:00 
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    経営革新計画承認企業「株式会社ウエダ・テクニカルエントリー」 

税務・法律・労務・経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

□企業概要 

 1981年12月設立、研削盤やラップ盤および研

削砥石の製造販売、並びに使用方法のアドバイ

スや技術サポートを提供しています。 

 当初は大手研削砥石メーカーの下請け的存在

として貢献していましたが、自社ブランドの開

発を目指し、高性能万能研削盤を導入して特殊

形状や特別な使用方法と言った｢多種多様な用

途｣に社内で追加工･改造を行ってきました。川

下ユーザーの二―ズである｢多品種少量のカスタ

ムメイド品の製作｣を事業コンセプトとし、現在

も変わらず開発を続けています。 

 2015年以降は、当社商品が｢どのような用途｣

のために開発されたのか、すなわち｢どのような

ユーザーの加工目的(生産目的)｣に対し、製作さ

れたのかを明確に把握し、ユーザーの使用用途

の観点から商品の差別化を進め｢オンリーワン商

品｣の姿勢を貫くべく、研削工具の研究・開発・

製造・販売全体を通して新たな価値を生み出し

ています。 

□経営革新計画策定の経緯 

 近年、大手メーカーの技術担当者から先端材

料(チタン､セラミック､FRPなど)の加工に関する

相談が非常に増加しています。しかしながら国

内の金属加工業者が、これらの加工に対応しき

れておらず、ビジネスチャンスを十分に生かし

切れていない状況が見られます。 

 この状況を打開するためには、当社の工具開

発技術を使い、先端材料に対応する｢専用砥石｣

を開発するとともに、これを使った｢加工技術｣

をセットで金属加工業者に提供することで、障

害と成っている先端材料によるモノづくりバ

リューチェーンが確立されるのではないかと仮

説を立て、経営革新計画策定に取り組むことと

なりました。  

□経営革新計画策定のテーマ及び概要 

先端材料対応専用砥石の開発と加工技術の
複合商品化 
～先端材料加工に悩む金属加工業の問題解決に  

 向け、ハードとソフトの複合商品を展開～  

 自動車産業が電気自動車やハイブリッドに軸

足を移すなど、内燃機関を中核とした車作りか

らモーターを中心とした構造に移る中で、各種

部品が軽量化を図るために非金属(FRPなどの高

硬度樹脂やカーボンファイバーによる新合成素

材など)になって来ています。そこで従来の鋼材

(スチール)中心の加工技術しか対応できなかっ

た金属加工業に、これらの非金属や医療機器や

半導体産業においても需要のある難削材(ステン

レス鋼･アルミ合金)等の加工に対応できる『生

産性向上の為の｢高能率専用砥石｣』を開発･供給

し、同時にこれらに対応する加工技術(加工ノウ

ハウ)を組み合わせた複合商品として提供してい

く計画です。 

 ･会社名 株式会社ウエダ･テクニカルエントリー ･代表取締役 植田昌彦 ･創業 1981年12月8日 

 ･本社所在地 〒610-0117京都府城陽市枇杷庄鹿背田104番地7 

 ･営業本部及び開発本部 〒614-8174京都府八幡市上津屋八王子75番地1 ℡075(982)6900/Fax075(982)6655 

 ･事業内容 窯業、土石製品製造業 ･資本金 12,000千円 

 ･ホームページhttp://ueda-tech.com/ 

▲認定書を受け取る植田昌彦氏(左) 
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京都サンガF.C.激励会 

２０２０年４月～ 飲食店など 原則禁煙へ 

 今年も、京都サンガF.C.激励

会が開催されます。是非、この

機会に憧れの選手との交流･懇

談をお楽しみ下さい。ご参加を

お待ちしております。(要申込) 

【日 時】1月18日(土)17時～ 

【会 場】文化パルク城陽 

     ふれあいホール 

【会 費】1,000円※当日集金 

(軽食･ソフトドリンク料込み) 

【資 格】当所会員に限ります 

【申 込】城陽市HPにて確認 

【締 切】1月8日(水)必着 

【問合せ】城陽市教育委員会 

          文化･ｽﾎﾟｰﾂ推進課 

          (56-4048)まで 

事業者向け「食品表示講習会」 開催のお知らせ 

食品表示法が施行され4年が経過しました。旧制度に基づく表示

が認められる経過措置期間は令和2年3月末に終了し、4月以降は

食品表示法へ完全移行します。食品の新表示への切り替えはお済

ですか？新表示へ速やかに移行できるよう、講習会が下記の通り

開催されます。是非ご活用ください。 

【日 時】2月19日(水)14:00～16:00 

【会 場】宇治田原町総合文化センター 研修室3 

     (宇治田原町岩山泥尻46-1) 

【内 容】1.食品表示法について(旧制度からの注意点等) 

     2.食品トレーサビリティについて 

     3.質疑・意見交換 

【講 師】京都府職員 

【問合せ】京都府山城広域振興局 農林商工部 企画調整室 

     (0774-21-3211) 

 受動喫煙が他人に与える健康影響の問題意識が年々高まる中、多くの外国人が訪れる2020年の東京

五輪開催を前に、受動喫煙への規制が進んでいます。平成30年7月に健康増進法を一部改正する法律

が成立し、本年の7月に学校や病院では敷地内禁煙（屋外喫煙所の設置は可能）となりました。 

 来年4月1日から、多くの人が集まる事務所や飲食店でも原則禁煙となり、特に小規模飲食店は、受

動喫煙防止への対応が迫られています。 

≪飲食店での受動喫煙規制≫ 

 飲食店では、店内が原則禁煙となりますが、喫煙は「壁と天井で区切られた喫煙可能な喫煙専用ス

ペース」または「屋外喫煙所」で可能となり、その場合、喫煙標識の掲示が義務付けられます。違反

店舗には指導が行なわれ改善されない場合は50万円以下の罰金が科せられます。 

 しかし、令和2年4月1日時点で営業している｢個人経営・法人の資本金5,000万円以下｣かつ｢客席面

積が100㎡以下｣の要件を満たしている店舗は、経過措置(期限未定)として一時的に喫煙が可能となり

ます。その場合も、店頭に喫煙標識の掲示が義務付けられます。 

 また、今回の法改正により、｢喫煙スペースの設置｣はもとより、喫煙エリアへの20歳未満の立ち入

りが禁じられることから、｢子連れファミリーの来店減少｣｢成年従業員の新たな雇用｣等の課題が挙げ

られ、飲食店にとっては、その対応が急務となっています。 

 これを受け、全面禁煙にした店舗、屋外喫煙所設置や既存の個室を喫煙スペースとして、改装を検

討する店舗もあります。これを機に、施設改修をお考えの事業者は、下記助成金の活用をぜひご検討

ください。  

対象者 中小企業事業者 

対象事業 喫煙専用スペース、屋外喫煙所の設置等 ※専ら喫煙目的で使用するための構造や設備 

対象経費 

電気、建設、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費等、換気装置、空気清

浄装置、人感センサー、パーテーション、照明機器、灰皿、喫煙室に取り付けるのれん

(喫煙専用スペースに備え付けて使用する備品)等 

補助金額 上限100万円(飲食店：補助率2/3 その他業種：補助率1/2)  

お問合せ 

京都労働局 労働基準部 健康安全課 

(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 TEL075-241-3216) 

詳細は、厚生労働省｢受動喫煙防止対策助成金｣ホームページをご覧ください。 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html) 
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補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 
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キャッシュレスに関するお問い合わせは、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

＜2019年を振り返って＞ 

 10月1日にスタートした｢キャッシュレス･消費

者還元事業｣も早2ヵ月が経過し、12月の登録加

盟店数86万店、登録申請数95万店を突破しまし

た。当初の予想を大幅に超える多くの中小･小規

模事業者等(中小小売店等)へキャッシュレス決

済導入を後押しできました。今や消費者が

キャッシュレス決済を積極的に使用する姿を｢当

たり前の光景｣として目にする機会も増え、裾野

の拡大と認知度の一層の向上が実感されます。 

 制度開始後に発生した登録待ちの状況は概ね

解消されつつありますが、まだ個別事情により

時間の掛かっている申請案件もあるため、引き

続きより多くの店舗に速やかに参加いただける

よう、決済事業者と連携して円滑な登録手続き

を進めます。 

 振り返れば、｢未来投資戦略2017｣において、

わが国のキャッシュレス決済比率を当時の20％

から40％へ倍増させる目標を掲げて以来、政府

も多くの自治体も普及促進に取り組んできまし

た。そして、2019年はポイント還元制度を通じ

てキャッシュレス決済の認知度が大きく向上し

数々の新サービスが誕生したことで消費者に対

する｢導入や利用の選択肢｣が拡がりました。 

 こうした普及拡大の一方で、様々な課題も顕

在化した年でした。例えば、中小小売店等で従

来から言われてきた｢3つの壁｣(手数料･導入コス

ト･入金タイミング)に加え、不正利用の防止な

ど安全・安心への配慮や、システム障害なく利

用継続できる安定性、年齢･生活習慣･地域性な

どの違いから生じる情報格差など、新たな課題

として浮き彫りになりました。 

＜2020年の展望＞ 

 2020年は東京オリンピック･パラリンピック大

会の開催でインバウンド観光客の増加が見込ま

れており、キャッシュレス決済の一層の普及と

グローバル化の進展が予想されます。キャッ

シュレス決済では、更にその先を見据える年に

なるでしょう。単なる｢現金に代わる支払手段｣

と捉えるにとどまらず、店舗運営における様々

な場面で業務効率化のツールとして、導入や活

用を検討いただければと思います。また｢会計は

レジでするもの｣という概念自体がなくなるかも

しれません。例えばスマホで事前注文して決済

まで済ませて実店舗で商品等を受け取るモバイ

ルオーダーや、セルフレジ、無人レジなど、

｢キャッシュレスであること｣が前提のビジネス

モデルが考えられます。特にキャッシュレス決

済のデジタルデータを蓄積･分析することで新市

場を創出するなど、今後の経営戦略を考えるう

えでとても重要なツールになると思われます。

キャッシュレス決済を基軸にした、地域の課題

解決、ひいては連携強化･発展へと繋がることを

期待しています。  

＜終わりに＞ 

 過去に最先端だったインフラが今では当たり

前のツールとなり、生活の一部になっている

ケースが多くあります。例えば、手紙や葉書は

電子メールやＳＮＳに取って代わり、鉄道切符

が交通系電子マネーに代わるなど、その変化の

スピードはますます加速しています。私たちの

将来の生活をより効率的で便利にするツールと

して、キャッシュレス決済を活用いただければ

幸いです。  
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～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 

京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

 出雲空港から車で30分ほどの島根県雲南市

に、｢雲南ひまわり福祉会｣という職員数46人の

社会福祉法人がある。主事業は障がい者の就労

や生活支援で、今から20年前の2000年に、障が

い者を家族に持つ人たちによって設立された。 

 この20年間、幾多の困難もあったが、役職員

一丸となって努力したかいがあって、人口約3万

6000人の小さなまちにある法人ながら、今や県

内でも中堅規模の法人に発展したばかりか、そ

の組織運営の考え方･進め方が、関係者の間で高

い評価を受けている。 

 周知のように、福祉業界ではおよそ6割の企業

が、入職者の不足や職員の離職などによる深刻

な人手不足にあえいでいるが、同法人は、8年以

上も離職率ゼロ。職員の採用および離職に全く

困っていない人気法人なのである。 

 同法人の事務局には、就職希望者から｢働かせ

ていただきたいのですが、今、募集しています

か？｣とか、｢募集していなくても、そのときの

ために施設を見せていただくだけでもいいの

で、訪問させていただけませんか？｣といった電

話や手紙が頻繁に来るという。 

 そればかりか、学校やハローワークからも｢貴

法人でぜひ働きたいという人が何人もいます

が、今募集されていますか？もし、募集されて

いないのであれば、いつ頃なら採用計画が分か

りますか？｣といった問い合わせも多いという。 

 先日も機会があって、同法人を訪問したと

き、対応していただいた常務理事や事務局長か

ら、心温まる話を伺った。それは、夏休みにボ

ランティアで訪れた女子高校生の話である。面

談の際、｢数ある職場の中で、なぜ、ひまわり福

祉会に来てくれたのですか？｣と質問すると、そ

の女子高校生は｢私の母は、ここで働いていま

す。母は、いつも笑顔で仕事から帰ってきて、

『私の職場は、こんなにいい所なの』と、いつ

も私に話してくれるんです。よほどいい所なん

だろうなと思って、ボランティアとして働いて

みたいと思ったんです｣と話したという。 

 とはいえ、同法人は、もともと経営が優れて

いたわけではなかった。それどころか、設立後

の約10年間職場は荒れ果て、職員のモチベー

ションも極端に低く、当然のことながら、離職

率も10％をはるかに超えていたという。 

 こうした状況の中、｢このままではサービスの

向上どころか、つぶれてしまう」と危機意識を

募らせ、残った役職員が一丸となってES

(Employee Satisfaction＝従業員の満足)とCS

(Customer Satisfaction＝顧客の満足)が両立す

る組織運営を目指し改革・改善に取り組んで

いったのである。紙面の都合で、その詳細な内

容について述べることはできないが、福祉業界

だけではなく、全ての企業のリーダーに知って

ほしい企業である。 
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

 パソコン講座（ワード･エクセル･パワー

ポイント･アクセス･ホームページ作成）・

医療関係事務講座等が開講されます。 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

https://sansaishi.kyoto.jp/
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 先日、兵庫県の多可町というまちを訪ねまし

た。姫路市から車で1時間ほどの山の中のまちで

す。三つの町村が合併した人口が2万人ほどの、

面積が広いわりには小さなまちです。酒米のブ

ランドとして知られる山田錦の発祥の地で、宮

中の歌会などにも使われてきた杉原紙の産地で

す。また、｢敬老の日｣という祭日が制定される

きっかけになったまちだそうです。 

 全国のどこにでもありそうな自然豊かな農村

ですが、ここで知る人ぞ知るヒット商品を教え

てもらいました。｢マイスター工房八千代｣とい

う小さな産直市場のようなお店で販売されてい

る太巻きずし｢天船巻きずし｣です。 

 毎日1500本ほどつくられていて午前中にほぼ

完売。恵方巻を食べる節分には予約を含めてそ

の十倍の1万5000本が1日で売れるそうです。人

口2万人のまちで毎日1500本が売れるというのも

驚異的ですし、ブームとはいえ節分の1万5000本

はとんでもない数字です。 

 天船巻きずしは、地元産のかんぴょうや厚焼

き玉子、シイタケ煮、キュウリなどをのり巻き

にしたいわゆる太巻きずしで、特別珍しい高価

な食材が使われているわけではありません。ユ

ニークなのは、断面がやや横長の俵型で、キュ

ウリは細切りではなく、ほぼ丸のまま1本が使わ

れていること。この多めのキュウリがしっかり

と味付けされた他の具材と食感、味のコントラ

ストをつくっていて絶妙です。ごはんが少なめ

なのもバランスが良い。 

 こんなに売れるようになったきっかけはテレ

ビのバラエティー番組で紹介されてからという

ことですが、感心したのは、その後にヒットを

維持するための工夫がシステマチックになされ

ているところです。 

 まず品質です。これだけの数をつくるのです

から当然何人もの地元の人が作業しています。

巻き方や具材の量･バランスにばらつきが出ない

ように、名人といわれるマネージャーさんが指

導しチェックしているそうです。さらに、出荷

時には一本一本に、誰が巻いたかが分かるよう

に名前を表示して責任を明確にしてつくり手の

プライドを維持しています。 

 具材は地元産の農産物が中心ですから、需要

が大きくなれば地元の生産者が潤います。販路

についても、原則としてまちの外では販売せ

ず、地元の店舗に買いに来てもらうことでまち

の活気を生み出しています。毎日観光バスが

やってくるほどです。 

 地元の材料でつくったものを地元の消費が核

となって支えていて、それが広くヒット商品に

育って地域に新たな雇用を生んでいます。 

 私がいいなと思うのは、もちろん頑張っては

いるのですが、もともと地元のソウルフードな

ので、製造も販売も無理はしていないところで

す。毎日｢売り切れ御免｣で、売れているからと

いって調子に乗って増産したり拡販したりしま

せん。これがヒットを一発屋で終わらせない秘

訣(ひけつ)といえそうです。 
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城陽市産業会館(貸会議室)をご活用ください。詳しくは当所(℡0774-52-6866)まで。 

新入会員募集!! 

詳しくは当所まで ℡52-6866 
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 皆様はじめまして。令和元年5月17日に城陽駅

から徒歩3分圏内にてオープン致しました韓国料

理｢manna(マンナ)｣です。 

 当店のメイン料理は、京都産豚を使用したサム

ギョプサルセット。(1人前1,780円 ※ご注文は2

人前～) セットにはナムルや包み野菜、キムチな

どボリュームのある内容となっております。お肉

は肉厚ジューシーで自信の一品です。一品メ

ニューも豊富に取り揃えております。 

人気は、ニラ海鮮チヂミ(780円)、トッポギ(650

円)、チャンジャ巻き(680円)、韓国冷麺(930円)、

海鮮スンドゥブ(880円)[全て税別]など、心を込

めてお作り致します。お酒もマッコリ、チャミス

ル、韓国ビールなど多数取り揃えており、飲み放

題コースをお料理付きでご用意。(4,000円、4,500

円、5,000円)[税込] 2階は、最大28名様までご利

用可能なお座敷もございますので、団体様のご予

約もお受けできます。 

 当店でしか味わえない本場韓国の味を存分に

お楽しみいただけますので、是非一度お越しくだ

さい。インスタグラム｢korea_manna｣も更新中で

すので、是非ご覧下さい。 

「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。 

文パルチケット情報 

韓国料理 ｍａｎｎａ 

 会員データ [代表]松並美礼 [住所]〒610-0121 城陽市寺田高田23-12 [TEL] 0774-46-8951 

       [営業時間]17:00～23:30(LO22:30)  [定休]月曜日(祝日の場合は火曜日に振替) 

日時 2月29日(土) 

     14:00開演 

会場 ふれあいホール 

料金 3,300円 

   ↓ 

     2,970円 

落 語 米朝一門花形落語会  

(繁栄) 
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日時 2月14日(金) 

     10:30/14:00 

会場 プラムホール 

料金 900円 

   ↓ 

     810円 

映 画 

日時 1月26日(日) 

     11:00/14:15 

会場 プラムホール 

料金 4,700円 

   ↓ 

     4,230円 

お笑い よしもとお笑いライブ  

「城陽市大謝恩フェア」当選券のご精算について 

【精算日】1月6日(月)～10日(金) 

       9時30分～16時まで 

【場 所】城陽商工会議所 

 ※５００円の当選券及び 

   右記お買物券をお持ちください。 

産業会館からのお知らせ 

 令和元年12月16日より、城陽市産業会館敷地内において、受水

槽改修工事を実施しております。工事期間中、当会館をご利用の

皆様には騒音や工事車両等において、ご迷惑をお掛け致します

が、ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。 

 尚、改修工事期間中は周回での通り抜けはできませんので、お

車でお越しの際は会館南東の来客者用駐車場をご利用ください。 

 工事期間 ： 3月17日（火） まで 

 通行止め ： 1月31日（金） まで 

  ＊工事の進捗等により、変更となる 

   場合がございます。 

 当選券(お買物券)のご精算について下記のとおり実施します。 
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各種セミナー・講習会を開催しておりますので是非ご参加ください。 
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24時間365日視聴可能な会員専用

のWEBセミナーです。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

消費税軽減税率対策のための会員

専用WEBセミナーです。（無料） 

※視聴にはＩＤとパスワードが必要となります 

お問い合わせは当所まで ℡52-6866 

セミナー・講演会のお知らせ  

会 場：当所会議室 

講 師：ﾒﾝﾀﾙﾁｬｰｼﾞISC研究所 

    岡本 文宏 氏 

定 員：50名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：城陽商工会議所 

【担当：振興課】 

会 場：文化パルク城陽 

    西館2Fふれあいホール 

講 師：門田 隆将 氏 

定 員：200名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：城陽商工会議所 

【担当：振興課】 

会 場：久御山町商工会 

講 師：折込チラシにて 

定 員：35名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：宇城久商工会議所･ 

    商工会広域連携協議会 

【担当：指導課】 

会 場：当所会議室 

講 師：フォトグラファー 

    竹内 悠貴 氏 

定 員：30名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：城陽商工会議所 

【担当：指導課】 

会 場：当所会議室 

講 師：中央税務会計事務所 

    所長 中島 由雅 氏 

定 員：50名(先着順) 

参加費：無料 

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：城陽商工会議所 

【担当：振興課】 

会 場：当所会議室 

講 師：パソコン教室アミィ 

定 員：10名(先着順) 

参加費：1,000円  

申 込：同封の折込チラシより 

    FAX、またはTELにて 

主 催：

城陽商工会議所女性会 

【担当：振興課】 


